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スルッと KANSAI 大阪周遊パス（2016 年度版）の発売について 

 

 

 

スルッと KANSAI では、大阪観光局と共同で、大阪市交通局（地下鉄、ニュートラム、

バス）京阪電気鉄道、阪急電鉄、阪神電気鉄道、南海電気鉄道、近畿日本鉄道の大阪市内

のエリアの電車が 1 日乗り放題になり、かつ大阪城天守閣や梅田スカイビル 空中庭園展

望台などの人気施設に入場できる「スルッと KANSAI 大阪周遊パス」を、2016 年 4 月 1

日（金）から発売いたします。 

大阪周遊パスは、大阪へ来られる方々に市内の観光や食事などを楽しみながら自由に周

遊していただくことを主な目的にしたもので、大阪市内のエリアを中心とした上記交通機

関が１日乗り放題になるほか、乗車券の表面にあるバーコードをバーコードリーダーで読

み取ることで、大阪市内約 30 ヶ所の施設にそのまま入場できる、大阪の観光に大変便利

でお得なチケットです。また、この施設のほかにも、20 の施設と 52 の飲食店等で様々な

特典が受けられます。 

 

大阪周遊パスには、市内を中心としたエリアでご利用できる「大阪エリア版」（2,300

円）と、大阪市周辺からのご利用に便利な「拡大エリア版」（阪急、阪神、南海、近鉄の

各版 4種類 2,700円～2,900円）をご用意しております。さらに、外国人ビジターの方々

にも、わかりやすくご利用いただけるよう、英語・中国語［繁体字・簡体字］・韓国語の

ガイドブックも作成し、海外に向けても販売します。 

 

 

 

※資料提供先：青灯クラブ、近畿電鉄記者クラブ 

 

 

 

 

 



■大阪周遊パス（大阪エリア版）2016年度版　概要

名称 スルッとＫＡＮＳＡＩ　大阪周遊パス（大阪エリア版）

発売期間

有効期間

発売額 ２，３００円（大人のみ）  

有効区間 大阪市交通局 地下鉄・ニュートラム・バス

阪急電鉄 梅田～神崎川・三国・相川、下新庄～天神橋筋六丁目

近畿日本鉄道 大阪難波～今里、大阪阿部野橋～矢田

京阪電気鉄道 淀屋橋～千林、中之島～天満橋

阪神電気鉄道 梅田～尼崎、大阪難波～尼崎

南海電気鉄道 難波～堺、汐見橋～中百舌鳥

発売場所 大阪市交通局

阪急電鉄

近畿日本鉄道

京阪電気鉄道 中之島、淀屋橋、天満橋、京橋の各駅

阪神電気鉄道

南海電気鉄道

施設

入場対象施設 別紙①ご参照

特典対象施設 別紙②ご参照

見本：大阪周遊パス（大阪エリア版）

春夏版：２０１６年４月１日（金）～２０１６年９月３０日（金）、秋冬版：２０１６年１０月１日（土）～２０１７年３月３１日（金）

地下鉄全駅長室、駅構内定期券発売所（天神橋筋六丁目駅を除く）

大阪ビジターズインフォメーションセンター2ヶ所（梅田、難波）、その他施設、ホテル等

梅田、十三、淡路駅の各ごあんないカウンター、阪急ツーリストセンター大阪・梅田

大阪難波、近鉄日本橋、大阪上本町、鶴橋、今里、大阪阿部野橋、河堀口、北田辺、今川、矢田の各駅

難波～堺及び汐見橋～中百舌鳥の各駅（係員無配置駅等一部の駅を除く）

春夏版：２０1６年４月１日（金）～２０１６年１０月３１日（月）、秋冬版：２０１６年１０月１日（土）～２０１７年４月３０日（日）までのお好きな１日

梅田～尼崎及び桜川～出来島の各駅（係員不在時を除く）



■大阪周遊パス（阪急拡大版）　概要

名称 スルッとＫＡＮＳＡＩ　大阪周遊パス（阪急拡大版）

発売期間

有効期間

発売額 ２，７００円（大人のみ）　

有効区間

発売場所

入場対象施設

特典対象施設

■大阪周遊パス（阪神拡大版）　概要

名称 スルッとＫＡＮＳＡＩ　大阪周遊パス（阪神拡大版）

発売期間

有効期間

発売額 ２，７００円（大人のみ）　

有効区間 大阪エリア＋全線（神戸高速線を除く）

発売場所

入場対象施設

特典対象施設 別紙②ご参照

■大阪周遊パス（南海関空版）　概要

名称 スルッとＫＡＮＳＡＩ　大阪周遊パス（南海関空版）

発売期間

有効期間

発売額 ２，９００円（大人のみ）　

有効区間

発売場所

入場対象施設

特典対象施設

■大阪周遊パス（近鉄拡大版）　概要

名称 スルッとＫＡＮＳＡＩ　大阪周遊パス（近鉄拡大版）

発売期間

有効期間

発売額 ２，８００円（大人のみ）　

有効区間

発売場所

入場対象施設

特典対象施設

梅田・尼崎の各駅長室、出屋敷～元町の各駅（係員不在時を除く）、阪神電車サービスセンター（神戸三
宮）

関西空港駅

春夏版：２０１６年４月１日（金）～２０１６年９月３０日（金）、秋冬版：２０１６年１０月１日（土）～２０１７年３月３１日（金）

春夏版：２０1６年４月１日（金）～２０１６年１０月３１日（月）、秋冬版：２０１６年１０月１日（土）～２０１７年４月３０日（日）までのお好きな１日

別紙①ご参照

春夏版：２０1６年４月１日（金）～２０１６年１０月３１日（月）、秋冬版：２０１６年１０月１日（土）～２０１７年４月３０日（日）までのお好きな１日

春夏版：２０１６年４月１日（金）～２０１６年９月３０日（金）、秋冬版：２０１６年１０月１日（土）～２０１７年３月３１日（金）

春夏版：２０1６年４月１日（金）～２０１６年１０月３１日（月）、秋冬版：２０１６年１０月１日（土）～２０１７年４月３０日（日）までのお好きな１日

別紙②ご参照

大阪エリア＋神戸線（神戸高速線を除く）、宝塚線、京都線の梅田～水無瀬、千里線

別紙①ご参照

春夏版：２０１６年４月１日（金）～２０１６年９月３０日（金）、秋冬版：２０１６年１０月１日（土）～２０１７年３月３１日（金）

別紙①ご参照

春夏版：２０１６年４月１日（金）～２０１６年９月３０日（金）、秋冬版：２０１６年１０月１日（土）～２０１７年３月３１日（金）

春夏版：２０1６年４月１日（金）～２０１６年１０月３１日（月）、秋冬版：２０１６年１０月１日（土）～２０１７年４月３０日（日）までのお好きな１日

梅田、十三、塚口、西宮北口、夙川、神戸三宮、豊中、石橋、川西能勢口、宝塚、淡路、茨木市、高槻市、
北千里の各ごあんないカウンター、阪急ツーリストセンター大阪・梅田

別紙①ご参照

別紙②ご参照

大阪難波、近鉄日本橋、大阪上本町、鶴橋、布施、近鉄八尾、河内山本、河内国分、五位堂、大和高田、
大和八木、桜井、榛原、河内小阪、八戸ノ里、東花園、瓢箪山、生駒、東生駒、富雄、学園前、大和西大
寺、近鉄奈良、高の原、近鉄郡山、天理、王寺、大阪阿部野橋、河内天美、河内松原、藤井寺、古市、尺
土、高田市、橿原神宮前、飛鳥、壺阪山、喜志、富田林、河内長野、近鉄御所の各駅

大阪エリア＋堺～孝子、中百舌鳥～天見、高師浜線、空港線、多奈川線

大阪エリア＋大阪線（今里～三本松）、信貴線、奈良線、生駒線、けいはんな線、京都線（高の原～大和西
大寺）、橿原線、天理線、南大阪線、長野線、御所線、吉野線（橿原神宮前～壺阪山）

別紙②ご参照



大阪周遊パス2016　参画予定施設

大阪周遊パスで利用できる施設（タイプＡ施設） 大阪周遊パスで期間限定で利用できる施設（タイプＡ＆Ｂ施設）

1 継続 梅田スカイビル空中庭園展望台 1 継続 大阪市立東洋陶磁美術館 4/1-4/17の平常展、8/13-11/23の企画展のみ

2 継続 ＨＥＰ　ＦＩＶＥ観覧車 2 継続 大阪市立美術館 コレクション展開催時のみ

3 継続 大阪市立科学館　(展示場のみ) 3 継続 大阪水上バスアクアライナー (12～2月限定 大阪城･中之島めぐり60分ｺｰｽまたは片道ｺｰｽのみ)

4 継続 天然温泉　なにわの湯 上記以外の期間は割引で利用可

5 継続 大阪くらしの今昔館　(常設展のみ)

6 継続 とんぼりリバークルーズ 大阪周遊パスで割引・特典が受けられる施設（タイプＢ施設）

7 継続 道頓堀ＺＡＺＡ (500円ライブのみ) 1 継続 大阪市立東洋陶磁美術館 特別展開催時は入場料金を団体割引価格に

8 継続 上方浮世絵館 2 継続 大阪市立美術館 特別展、特別陳列開催時は入場料金を団体割引価格に

9 継続 大阪企業家ミュージアム

10 継続 大阪城天守閣

11 継続 大阪城西の丸庭園 4 継続 梅田ジョイポリス ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ／ｼﾞｮｲｾｯﾄ⑤を300円OFF

12 継続 大阪歴史博物館　(常設展のみ) 5 継続 国立国際美術館 ｺﾚｸｼｮﾝ展・特別展・企画展を団体料金に割引（共催展はその都度決定）

13 継続 ピースおおさか(大阪国際平和ｾﾝﾀｰ) 6 継続 落語家と行くなにわ探検クルーズ 乗船料金　500円OFF

14 継続 通天閣 7 継続 なんばグランド花月 本公演の当日券５００円ＯＦＦ
※土日祝の午後公演、特別興行期間不可

15 継続 四天王寺 8 継続 大衆演劇　羅い舞座　京橋劇場 観劇料300円OFF　※特別公演日不可

16 継続 天王寺動物園 9 継続 山本能楽堂 主催公演入場の方に「山本能楽堂 x graf」ｵﾘｼﾞﾅﾙ手ぬぐい(1,000円)ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ

17 継続 長居植物園 10 継続 スパワールド 世界の大温泉 通常期間の入館料を大人200円OFF、こども100円OFF　(タオル・館内着利用含
む)、特別期間の特典は別途

18 継続 大阪市立自然史博物館　(常設展のみ) 11 継続 あべのハルカス美術館 特別展を団体料金に割引

19 継続 咲くやこの花館 12 継続 海遊館
大人一人に限り入館料100円ＯＦＦ
(チケット販売窓口での現金支払時のみ)

20 継続 天然露天温泉スパスミノエ 13 継続 大阪市内定期観光バスOSAKA  SKY  VISTA 大人200円、小人100円ＯＦＦ　(当日大阪駅JR高速バスターミナル
チケットセンター販売窓口での現金支払時のみ)

21 継続 天保山大観覧車 14 継続 ラウンドワン北心斎橋店・千日前店・梅田店
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ、ｶﾗｵｹ、ﾋﾞﾘﾔｰﾄﾞ、ﾀﾞｰﾂを一人1000円以上の利用で一人につき100円ＯＦＦ
（アミューズメント・バッティングは対象外）

22 継続 帆船型観光船サンタマリア デイクルーズ 15 新規 JAPAN  NIGHT　WALK 1,000円をカード乗車券提示で500円OFF

23 継続 キャプテンライン　(往復可) 16 新規 大阪城御座船 乗船料　大人1、500円を200円OFF,小人750円を100円OFF

24 継続 大阪府咲洲庁舎展望台 17 新規 レゴランド®・ディスカバリー・センター大阪 大人2,500円を600円OFF,小人2,000円を100円OFF

25 継続 大川さくらクルーズ　(4/1～4/19のみ) 18 新規 ハルカス３００ 入場料金を団体料金に割引（当日券　大人1,500円を1,350円に）

26 継続 中之島ナイトビュークルーズ

27 新規 帆船型観光船サンタマリア　トワイライトクルーズ

28 新規 とんぼりRiver  JAZZ Boat (各便　先着5名） ※2015年度版限りとなった施設

タイプB ええやん大阪！おもしろ周遊バス

神州温泉　あるごの湯

3 継続 アクアライナー
60分ｺｰｽ　4/16-11/30、2017年3月の間、60分ｺｰｽを1000円に(4/1-15は1800円
に)、
片道ｺｰｽを600円に(4/1-15は片道ｺｰｽ割引不可)



大阪周遊パス2016　割引特典店舗一覧

11111 キタ 継続 梅仙堂 530-0012 北区芝田2-1-3

キタ 継続 とんかつＫＹＫ 阪急三番街店 530-0012 北区芝田1-1-3　阪急三番街B2F  

3 キタ 継続 日本一の串かつ　横綱　梅田堂山店 530-0018 北区小松原町5-11　ＭＤビル

4 キタ 継続 焼きたてﾁｰｽﾞﾀﾙﾄ専門店　PABLO(ﾊﾟﾌﾞﾛ)梅田店 542-0085 北区角田町梅田地下街2-7ホワイティうめだノースモール1

5 キタ 継続 とんかつＫＹＫ 阪急グランドビル店 530-0017 北区角田町8-47　阪急グランドビル28F

6 キタ 新規 とんかつＫＹＫ ホワイティ梅田店 530－0027 北区堂山町3－4　ウメダ地下センター泉の広場

7 キタ 新規 とんかつＫＹＫ 粋花大阪ステーションシティ店 530－0001
北区梅田3－1－1　大阪ステーションシティサウスゲートビル
16階

8 キタ 新規 ジューサーバー淀屋橋 541－0041 中央区北浜３－１－２５　京阪淀屋橋駅コンコース

9 キタ 新規 新世界じゃんじゃん　梅田店 530－0027 北区堂山町８－８　うめだエイトビル

10 新大阪 新規 カレーハウス・サンマルコ　新大阪駅店 532-0011 淀川区西中島５丁目１６－１　新大阪駅2階　アルデ新大阪

7 新大阪 継続 pon pon Ja pon 新大阪店 532-0011 淀川区西中島５丁目１６－１

8 ミナミ 継続 ｴｸﾁｭｱ からほり｢蔵｣本店 542-0012 中央区谷町6-17-43「錬」内

9 ミナミ 継続 心斎橋　法善寺あられ 542-0081 中央区南船場3-6-16

10 ミナミ 継続 とんかつＫＹＫ なんばCITY店 542-0076 中央区難波5-1-60　なんばCITY B1F

11 ミナミ 継続 熱い心のつるつるうどん　三佳屋 542-0075 中央区難波千日前9-17

12 ミナミ 継続 お好み焼き　鶴橋風月　道頓堀戎橋店 542-0071 中央区道頓堀1-9-1ベルスードビル3F

13 ミナミ 継続 お好み焼き　鶴橋風月　なんば御堂筋ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙ店 542-0076 中央区難波2-2-3　御堂筋ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙB1F

14 ミナミ 継続 なにわ名物 いちびり庵 本店 542-0076 中央区難波1-7-2

15 ミナミ 継続 なにわ名物 いちびり庵 なんば店 542-0074 中央区千日前2-11-10

16 ミナミ 継続 なにわ名物 いちびり庵 道頓堀店 542-0071 中央区道頓堀1-7-21　中座くいだおれビル1F

17 ミナミ 継続 くいだおれ太郎 人形焼本店 542-0071 中央区道頓堀1-7-21　中座くいだおれビル1F

18 ミナミ 継続 大阪名物　昆布の老舗　戎橋をぐら屋本店 542-0076 中央区難波1-6-12

19 ミナミ 継続 ハードロックカフェ大阪 541-0054 中央区南本町3-6-14 イトウビル1F

20 ミナミ 新規 とんかつＫＹＫ　なんなんタウン店 542-0076 中央区難波5－1　なんなんタウン７号

21 ミナミ 継続 日本一の串かつ　横綱　法善寺店 542-0076 中央区難波1-6-22

22 ミナミ 継続 なんばグランド花月ビル 542-0075 中央区難波千日前11-6

23 ミナミ 継続 割烹　湖月 542-0083 中央区東心斎橋1-12-22

24 ミナミ 継続 大起水産回転寿司　道頓堀店 542-0071 中央区道頓堀1-7-24 四海樓道頓堀ビル1F

25 ミナミ 継続 大阪ぼてぢゅう本店 542-0076 中央区難波3丁目7-20 

26 ミナミ 新規 カレーハウス・サンマルコ　なんばウォーク店 542-0076 中央区難波１丁目　難波ウォーク３－２

27 ミナミ 新規 Osaka Tourist Information Center 542-0086 中央区西心斎橋１－４－３　心斎橋OPA本館８階

ミナミ 継続 焼きたてﾁｰｽﾞﾀﾙﾄ専門店　PABLO(ﾊﾟﾌﾞﾛ)道頓堀店 中央区心斎橋筋２－３－１５

ミナミ 新規 舞昆のこうはら　心斎橋店 541－0056 中央区久太郎町３－４－２２

ミナミ 新規 鉄板お好み焼き　膳 542－0071 中央区道頓堀1-7-21　中座くいだおれビル２F

28 ﾍﾞｲｴﾘｱ 継続 レストランワールドビュッフェ 559-0034 住之江区南港北1-14-16 WTCｺｽﾓﾀﾜｰ48F

29 ﾍﾞｲｴﾘｱ 継続 とんかつ　ながた園　コスモタワー店 559-0034 住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎（コスモタワー）1F

30 ﾍﾞｲｴﾘｱ 継続 お好み焼き　鶴橋風月　天保山店 552-0022 港区海岸通1-1-10 天保山マーケットプレイス３Ｆ

31 ﾍﾞｲｴﾘｱ 継続 なにわ名物　いちびり庵　ＵＣＷ大阪店 554-0024
此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティ・ウォーク大阪４Ｆ
大阪たこ焼きミュージアム内

32 ﾍﾞｲｴﾘｱ 継続 ハードロックカフェ　ユニバーサルシティウォーク大阪 554-0024 此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティ・ウォーク大阪3・4F

34
天王寺
新世界

継続 串かつ・お好み焼専門店　初代ヱビス 556-0002 浪速区恵美須東2-5-2

35
天王寺
新世界

継続 お好み焼き　鶴橋風月　阿倍野橋店 545-0052 阿倍野区阿倍野筋2-1-37 東陽ビル1F

36
天王寺
新世界

継続 お好み焼き　鶴橋風月　阿倍野ごちそうビル店 545-0052 阿倍野区阿倍野筋1-1-61 あべの新宿ごちそうビル3F

37
天王寺
新世界

継続 日本一の串かつ　横綱　本店 556-0002 浪速区恵美須東2－4－11

40
天王寺
新世界

新規 お好み焼き　鶴橋風月　新世界店 556-0002 浪速区恵美須東2-1-17

天王寺
新世界

新規 とんかつＫＹＫ　アベノ地下街店 543-0056 天王寺区堀越町　アベノ地下街３号

天王寺
新世界

新規 とんかつＫＹＫ 粋花てんのうじミオ店 543-0055 天王寺区悲田院町10－48　天王寺ミオプラザ館４階

天王寺
新世界

新規 とんかつＫＹＫ 粋花あべのハルカスダイニング店 545-0052 阿倍野区阿部野橋筋1－1－43　あべのハルカス近鉄本館あべのハルカスダイニング12階

天王寺
新世界

新規 とんかつＫＹＫ　あべのキューズモール店 545-0052 阿倍野区阿部野橋筋１－６－１　キューズモール４階

天王寺
新世界

新規 舞昆のこうはら　天王寺店 543-0056 天王寺区堀越町１０－１３

天王寺
新世界

新規 居酒屋　ベイベー 545-0052 阿倍野区阿倍野筋1－3－16

天王寺
新世界

新規 豚の晴れぶたい 545-0052 阿倍野区阿倍野筋1－3－17

41 大阪城 新規 とんかつＫＹＫ　京阪京橋店 534－0024 都島区東野田町2-1-38　京阪モール新館5階


